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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年８月31日(金) 10:00～10:26 

場 所：記者会見室 

出 席 者：知事、総務部長、秘書課長、広報広聴推進課長  

出席記者： 13名、テレビカメラ5台 

 

1 記者会見の概要 

広報広聴推進課長開会の後、知事から1件の発表があった。 

その後、代表・フリー質問があり、知事等が答えて閉会した。 

 

2 質疑応答の項目 

発表事項 

(1) 山形いきいき子育て応援企業「登録・認定マーク」の作成について 

代表質問 

(1) 県職員の障がい者雇用率について 

(2) ヘルプマークの普及について 

フリー質問 

(1) 旧「いこいの村庄内」チューリップ園について 

(2) 遊佐町臂曲地区における林地開発許可申請に係る拒否処分取消訴訟判

決について 

(3) 代表質問1に関連して 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：河北・共同・TUY＞ 
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☆報告事項 

 

知事 

皆さん、おはようございます。 

昨日から庄内・最上地域を中心に強く雨が降り続き、特に最上町の向町では降り始めか

ら本日 6 時までの雨量が 180 ミリを超えるなど大雨になっております。大雨警報が 15 の市

町村、洪水警報が 14 の市町村、そして土砂災害警戒情報が 13 の市町村で発表されており

ます。 

市町村では避難情報を出して安全確保を呼びかけております。 

避難指示が最上町瀬見地区のほか、鮭川村の 7 つの地区、戸沢村の 5 つの地区、合計 394

世帯 891 人に出されております。 

それから、避難勧告が最上町の瀬見地区を除く全域、鮭川村の避難指示地区を除く全域、

戸沢村の避難指示地区を除く全域など 5 つの町村に出されております。 

また、最上小国川では氾濫が発生しているとの情報があり、現在、状況を調査中であり

ます。戸沢村におきましても、家屋の浸水などの情報もあり、これについても確認中であ

ります。 

県としましては、引き続き情報収集を行い状況把握に努めますとともに、市町村や関係

機関と連携して、適切な対応が取れるように万全を期してまいります。県民の皆様も今後

の気象情報等に十分にご留意をいただきまして、避難指示や避難勧告などが出ましたら、

迷わずに避難していただきたいと思います。 

 それでは次に、庄内空港の件についてです。今週火曜日、8 月 28 日に、開港以来の搭乗

者数が 1,000 万人に達しました。 

庄内空港は、平成 3 年 10 月の開港以来、県内外の多くの皆様に親しまれ、ご利用いただ

いて、昨年の利用者数は 10 年ぶりに 39 万人を超えたところです。 

現在、庄内地域の自治体や経済団体等で構成する「庄内空港利用振興協議会」を中心に、

さらなる利用拡大に向け、積極的に取組みを進めているところです。 

庄内空港のさらなる飛躍につなげていくため、県としましても、利用拡大策を強く推し

進めてまいりますので、皆様には、これからも庄内空港をご利用いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

 次ですが、8 月 23 日から 28 日までの 6 日間、中華人民共和国大連市及びハルビン市を

訪問しまして、東北観光推進機構主催の「中国・大連トップセールス事業」と「山形県黒

龍江省友好県省 25 周年記念式典」に参加してまいりました。 

遼寧省大連市では、インバウンドの拡大に向けて、一昨年の台湾、昨年の香港に続く、

海外では 3 回目となる東北観光推進機構主催「中国・大連トップセールス事業」に東北の

各県、新潟県などとともに参加し、遼寧省及び大連市政府の観光関係者や航空会社、旅行

会社に対して、東北の魅力ある観光資源をＰＲするとともに、交流拡大に向けた働きかけ
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などを行ってまいりました。 

今回のように東北一体となった誘客プロモーションは、東北と大連の双方向の交流拡大

に向け、大変意義のある取組みになったと考えております。 

黒龍江省ハルビン市では、県議会、経済・金融関係者とともに、黒竜江省人民政府や人

民代表大会常務委員会を表敬訪問し、王文濤（おうぶんとう）省長、範宏（はんこう）副

主任にそれぞれお会いして、教育、観光、環境技術及び介護などの各分野における交流促

進について意見交換を行うとともに、王文濤省長とは、既に築き上げた友好協力関係をさ

らに強固なものに発展させ、なお一層の交流と協力を推し進めることに合意をし、覚書を

締結してまいりました。 

また、友好県省 25 周年記念式典では、山形県日中友好協会が主催する「県民のつばさ」

訪問団の皆様とともに、総勢約 80 名で参加し、節目の年を盛大にお祝いするとともに、大

いに交流を深めてまいりました。 

このほか、大連市及びハルビン市では、山形県ゆかりの方々や現地の経済人など 10 名の

方々を新たに「やまがた特命観光・つや姫大使」に委嘱し、今後、様々な場面で幅広く山

形県の PR を行っていただくことといたしました。 

このたびの訪問を通して、中国における山形県の知名度向上と、黒龍江省とのなお一層

の関係強化が図られましたので、経済交流や観光交流をはじめ、相互に利益を享受できる

交流に一層取り組んでまいりたいと考えております。 

 では、恒例となりました、イベントや祭りのご紹介です。 

9 月 8 日と 9 日に、舟形町で「第 38 回ふながた若鮎まつり」、22 日から 24 日までは、

白鷹町で「第 42 回白鷹鮎まつり」が開催されます。美味しい鮎の塩焼きや物産市など、秋

の味覚を満喫できるほか、魚のつかみどりなど、ご家族で楽しめる内容となっております。 

また、9 月 15 日から 17 日まで、河北町で「谷地どんがまつり」が開催されます。約 400

年の伝統をもつ谷地八幡宮の大祭で、境内の石舞台で奉奏される舞楽は、日本四大舞楽の 1

つに数えられるものであります。林家舞楽ですね。他にも、谷地奴の勇壮な振り姿など見

どころ満載であります。 

県民の皆様も、ぜひ、お出かけいただければと思います。 

 

では、私から発表が 1 点ございます。 

県では、女性も男性も共にいきいきと活躍できる社会づくりに向け、「女性の活躍推進」

や「仕事と家庭の両立支援」に積極的に取り組んでいる企業を「山形いきいき子育て応援

企業」として登録・認定し、奨励金の交付など、企業の主体的な取組みをサポートする事

業を行っております。 

このたび、登録・認定企業の取組みを広く PR し、企業のイメージアップにつなげること

などを目的に、新たに「登録・認定マーク」を作成しましたのでお知らせをいたします。 

こちら（補足：パネルを指して）がそのマークになります。 
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本県の特産品であります、さくらんぼをモチーフとし、大小の 2 粒が寄り添う親子に見

立てたデザインで、各企業の取組み状況に応じた 3 種類のマークをご用意しております。 

「ダイヤモンド企業」の場合は「ダイヤモンド」、そして「宣言企業」というのがあって、

それは「宣言」と書いてあります。あとは、「ゴールド企業」だったかなと思いますけど、

3 段階になっております。 

作成したマークにつきましては、9月3日から登録・認定企業への配布を開始いたします。

ぜひ、名刺への掲載や就職説明会などの場における求職者へのPRなど、さまざまな場面で

のご活用をお願いしたいと思います。 

私からは以上です。 

 

☆代表質問 

記者 

代表して質問させていただきます、テレビユー山形の結城と申します、よろしくお願い

いたします。2点お伺いさせていただきます。 

まず1点目なのですが、「県職員の障がい者雇用率」についてお伺いさせていただきます。

複数の中央省庁や自治体で、全国的に国のガイドラインに基づかない雇用率が報告されて

いたことが明らかになっております。県でも先日、同様の事案が判明したところだと思い

ます。この問題に関しまして、改めて吉村知事の所感をお伺いしたいと思います。 

続いて2点目なのですが、「ヘルプマークの普及に向けて」でございます。 

県では来月から、ヘルプマークの導入を行う予定になっているかと思いますが、このヘ

ルプマークがどのような形で広がっていけばいいとお考えなのか、期待を含めた吉村知事

の所感を教えてください。よろしくお願いいたします。 

 

知事 

はい。では1点目であります。 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく、雇用率の算定における障がい者数の

把握につきまして、本県でも制度を十分に理解しないまま、不適切な事務処理を行ってき

ていたことが確認され、先日、発表したところであります。 

障がい者も活き活きと暮らせる共生社会の実現に向けて取り組んでいる中、法令を率先

して遵守すべき立場にある県としまして、障がい者数の把握で不適切な事務処理をしてい

たということについて、県民の皆様に対して、そして企業の皆様にも大変申し訳なく思っ

ております。 

昭和51年に障がい者であることの確認方法が示されて以来、不適切な事務処理が続いて

きたことは誠に残念であります。 

現在、手帳未所持者につきましては、障がい者の要件に該当するかどうか、精査を行っ

ているところです。障がい者に該当しない人数が生じた場合には、法定雇用率の達成に向



5 

 

けて新たな雇用の確保にしっかりと努めてまいります。 

では、2点目にまいります。 

県では、外見からでは分からない障がいや病気のある方が、周囲の方からの援助や配慮

を得やすくすることを目的としたヘルプマークを、この9月から配布いたします。 

こちら（補足：パネルを指して）がヘルプマークでございます。 

このヘルプマークは、多くの企業、団体の皆様のご協力をいただきながら、作成された

ものであります。 

皆様から寄せられたご厚意によるヘルプマークを、援助や配慮を必要とする多くの方に

身に着けていただいて、そのマークを見かけた県民の皆様が、自然な形で思いやりのある

行動を取ることで、優しさの輪が広がるようにヘルプマークが普及していけばいいなと願

っているところであります。 

そのためにも、県民の皆様からこのヘルプマークを知っていただくということが大変大

切だと思っています。関係機関・団体のご協力をいただきながら、広報を行っているとこ

ろですが、マスコミの皆様には引き続き、県民の皆様への周知についてのご協力をお願い

したいと思います。 

県民の皆様には、ヘルプマークを身に着けた方を見かけたら、電車やバスなどの公共交

通機関では席を譲っていただく、また何か困ったようであれば声をかけていただくなど、

思いやりのある行動を取っていただくようにお願いいたします。 

県としましては、ヘルプマークを契機として、障がいのある人もない人も共に生きる社

会づくりをさらに進めてまいりたいと考えております。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

☆フリー質問 

記者 

さくらんぼテレビの白田です。1点、いこいの村庄内について伺いたいのですけども、昨

日、鶴岡市の市民団体が、いこいの村庄内のチューリップ園にチューリップを植えたいと

いう陳情書を知事宛てに出していると思うのですけども、まず、旧いこいの村庄内の土地

と施設の今後の利活用について、現在、どういう段階なのか、昨日、担当課の方には聞い

たのですけども、改めて現在の状況を教えてください。 

 

知事 

はい、わかりました。 

平成28年10月末の旧いこいの村庄内の閉館に伴い、それまで地元の皆様にもご協力をい

ただき、敷地内で育ててきたチューリップにつきましては、平成29年度に地元のNPOの方々
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のご協力の下、県の職員のボランティアなどで球根の掘り起こしといった作業を行いまし

た。 

さらに今年度も、6月に地元の方と県職員、ボランティアが残ったチューリップの球根に

ついて、同様の作業を行ったところであります。 

現在、旧いこいの村庄内の施設につきましては、鶴岡市や地元の意向を伺いながら、新

たな利活用に向けた検討を行っております。チューリップ園の再開につきましては、この

検討の中で一体として考えていくということにしております。 

 

記者 

陳情書の内容を見ますと、市民団体は以前のチューリップ園の一部を借りるといいます

か、一部にチューリップを植えて庄内砂丘産チューリップを残していきたいと。 

それに対する県のこれまでの対応としては、今知事がおっしゃったような内容で、土地

と建物全体としての利活用を考えているので、簡単に言えば「貸すことはできない」とい

うふうな状況になっていると聞いています。 

ただ、土地がやせていって、チューリップを育てることはもう厳しいんじゃないかとい

う状況まできているので、市民団体は昨日陳情書を出したわけですけれども、知事はこの

庄内のチューリップ、これまで多くの人が足を運んでいたチューリップ園、チューリップ

まつりは観光資源としても非常に価値のあるものだと思うのですけども、そのチューリッ

プ園がなくなっていくということについては、今のその土地利活用の方向、方針はわかる

のですけども、あのチューリップがなくなっていくことについては、知事はどういうお考

えですか。 

 

知事 

そうですね、庄内の皆様のみならず、多くの方々が訪れて、チューリップの咲く光景を

楽しんでこられたと思います。 

ですから、皆様に親しまれてきたチューリップ畑の光景は非常に良いものだなというふ

うに私も思っております。ただですね、この「旧いこいの村庄内」の施設ということにな

りますと、やはり鶴岡市とか、地元の意向というものをお聞きしながら、新たな利活用に

向けた検討を行うことにしておりますので、一部への再植栽とかですね、チューリップだ

けの再開というようなことにつきましては、検討の中でやはり一体として考えていくとい

うことになるということはご理解いただきたいと思います。 

本当に活かせればいいなとは思うのですけれども、まず一体的に検討していくというこ

とにしております。 

 

記者 

例えば売却先でありますとか、利活用に向けて具体的に進んでいる状況はあるのですか。 
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知事 

どこまで申し上げていいのかわからないので、それは担当のほうで答えてもらいます。 

 

観光文化スポーツ部次長 

観光文化スポーツ部の齋藤でございます。 

先ほど知事からもお答えさせていただきましたように、現在、鶴岡市とか地元の方々の

お話を伺いながら、まずは私どものほうで事務的に進めさせていただいているという段階

でございまして、ただ、できるだけ早急に方向性・結論を出したいというように進めてご

ざいます。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

NHK の堀です。おはようございます。 

遊佐町での採石事業をめぐる訴訟についてなのですが、先だって地裁で敗訴という判決

が出たと思うのですけど、控訴期限は来週だったかと思うのですが、県としての対応とお

考えを教えてください。 

 

知事 

はい。今回の県の処分は、事業者が林地開発許可の変更申請を行った際、県が求めてい

た町との協定書の添付がなかったことから、行政手続法の規定により、申請の拒否処分を

行ったものであります。 

本県におきましては、政府の通達に基づき、林地を開発するうえで一定程度残しておく

ことが定められている「残置森林」について、開発が完了した後も適切に保全されるよう、

事業者において関係市町村長と協定を結び、残置森林の適正な維持管理を担保しなければ

ならないと、県の規則で定めております。 

この「関係市町村長との協定」は、林地開発の許可基準の1つであります「環境悪化のお

それ」がないかどうか、開発が終わった後も環境が保全されるかどうかについて審査して

いくうえで、非常に重要なものだと考えております。 

こうした考えに立って、拒否処分を行ったものであります。 

このたびの判決では、こうした県側の主張が受け入れられず誠に残念であります。 

判決内容を十分に検討して、弁護士とも相談のうえ、今後の対応を考えてまいります。 

 

記者 

そうすると、まだ控訴するかどうかも含めて検討中ということでしょうか。 
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知事 

そうですね。はい。 

 

記者 

代表質問もさせていただいた上で恐縮なのですが、障がい者雇用率について加えてお伺

いしたいことがございまして、県のほうではおよそ 2 か月というふうに期間を区切って雇

用率に関して精査を進めた上で実態の把握をされたいというふうに先日の会見では担当の

方がおっしゃっておりましたが、各自治体が迅速に調査を進める中で、2 か月という期間に

関して、見直すようなお考えがおありになるのか、それとも先日おっしゃっていた 2 か月

という期間を有効に使って調査を進めるつもりでいらっしゃるのか、そのあたりのところ

をまずひとつお伺いしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 

知事 

はい。対象となっている方々に、ガイドラインの内容を説明するということが必要であ

ります。そして診断書を取りに行ってもらうというようなことも必要でありまして、それ

は本庁だけでなくて総合支庁とかいろいろなところがございますので、診断書の取りつけ

までお願いをするというようなことになりますと、やはりどうしても精査の結果につきま

しては、10 月を目途に取りまとめるという予定になってしまうということであります。 

遅くするということではなくて、明日から 9 月でありまして、説明をして、診断書を取

りに行ってもらうというようなことでやはり 9 月いっぱいはかかると見て、ですから 10 月

にはということで、2 か月丸々ということではないと思うのですけど、10 月にははっきり

するというようなことだと思います。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

 

 


